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第25回例会
6月14日(月) 点鐘12:10 会場：マリエール高崎 司会：幹事 富山 俊吾
１．点鐘………………………会長 吉崎 裕 君
２．国家…君が代 ロータリーソング…奉仕の理想 四つのテスト
３．会長挨拶…………………会長 吉崎 裕 君
４．幹事報告…………………幹事 富山 俊吾 君
●5月31日理事会報告
●2019-2020年度ロータリー財団表彰
END POLIO NOW「歴史をつくるカウントダウン」キャンペーン感謝状
※ポリオ根絶活動に少なくとも1,500ドルを寄付したクラブに贈られる感謝状
●米山記念奨学生･李芸曼(ﾘ ｲﾏﾝ)さんは、例会予定変更により、今月は例会に出席できません。
●群馬交響楽団の賛助会回数券23枚(18枚+追加配布5枚）
配布：ひとり一枚 希望申込：7月最終例会まで受付(例会受付に記入用紙あり)
●台湾からのお礼状・メッセージについて
新型コロナウイルスワクチン寄贈に対する、台湾米山学友会のお礼状1点、写真画像3点
●友好クラブ調印式 6月6日11時魚仲にて、宇都宮南RCと調印式を行いました。
●配布物…………………… 「ロータリーの友」6月号(同封物：「ロータリー日本100年史」に
関する案内状 － 購入希望者は早めに事務局へ)
第2840地区ガバナー月信チラシ6月号、週報23号、
会長行事（在籍年数表彰･誕生日祝･記念日祝）記念品
他
●回覧(１部)………………クラブ例会変更、ガバナー月信(治田会員の訃報掲載) 等
５．委員会報告
●会員増強・職業分類委員会委員長 江畑 晴彦 君
［新会員紹介］佐藤 隆一 君
推薦者：羽鳥 修司 君
●ロータリー財団委員会 幹事 富山 俊吾 君
「ロータリー財団表彰」〇マルチプル・ポール・ハリス・フェロー3 岡田 千代美 君
●退会会員の挨拶
幹事 富山 俊吾 君
徳永 健太郎 君(NTT東日本 群馬支店 支店長)……転勤
６．出席報告…………………出席委員会委員長 原澤 秀樹 君
７．会長行事
●在籍年数表彰……………出席委員会委員長 原澤 秀樹 君
●誕生日祝、記念日祝(結婚記念日ならびにｻﾝｸｽﾌｧﾐﾘｰﾃﾞｰ) ……親睦委員 佐々木 康壮君
８．ニコニコボックス報告…ニコニコボックス委員会副委員長 品川 幸仁君
在籍年数表彰

天田 朝憲
佐藤 栄一

上原 政弘
佐藤 貴江

誕生日祝

大澤 博史
清水 正爾

大塚 修一 小保方 由紀子 岸 義將
高橋 琢 高橋 徹 深堀 達義

記念日祝

小此木 能信
善如寺 信哉

桂川 修一
仲澤 賢一

桜庭 周清
深堀 達義

嶋方 智之
吉井 良弘

関口 俊介

その他

阿久澤 嘉一
徳永 健太郎

大橋 秀光
吉井 良弘

久米 貴久

小宮 良一

高見澤 隆

高崎ロータリー
クラブ基金

天田 朝憲 岸 義將
高橋 琢 仲澤 賢一

大澤 博史
深堀 達義

久米 貴久
服部 敏雄

岡本 謙一
矢嶋 真

佐藤 栄一
広瀬 雅美

岸 義將

小林 政夫

佐藤 貴江

佐藤 貴江
細谷 可祝

嶋方 智之

田中 栄司

善如寺 信哉

９．「ロータリー財団」先月寄付実績報告……ロータリー財団委員会委員長 岡田 千代美 君
１０．「米山記念奨学会」先月寄付実績報告…米山奨学委員会委員長 久米 貴久 君

クラブ協議会
１．クラブ協議会開会………………会長 吉崎 裕 君
２．役員・理事・委員長退任挨拶
●米山奨学委員長 久米 貴久 君
●公共イメージ委員長 永塚 徹 君
●出席委員長 原澤 秀樹 君
●サーファーズパラダイスRC訪問特別委員長 吉井 良弘 君
●ロータリー財団委員長 岡田 千代美 君
●社会奉仕委員長 大澤 博史 君
●職業奉仕委員長 小泉 裕美 君
●会員増強・職業分類委員長 江畑 晴彦 君
●プログラム委員長 中村 ひろみ 君
●親睦委員長 岡本 謙一 君
●ロータリー戦略計画委員長 関口 俊介 君
３．クラブ協議会閉会・例会点鐘…会長 吉崎 裕 君

高崎ロータリークラブ
事務局：ホテルグランビュー高崎 例会場：マリエール高崎
TEL：027-327-2888 FAX： 027-327-2887 連絡時間：9:00～15:00
創立：1954年3月30日 例会日：毎週月曜日 12:10～13:10
会長：吉崎 裕 幹事：富山 俊吾 SAA：嶋方 智之
公共イメージ委員会：永塚 徹
林 義行
金井 裕
石原 理沙
大林 俊也 村上 文治 茂木 節夫 山中 清之
市川 哲名 糸井 丈之
2020-2021 高崎RC目標
今こそ新しいロータリー、
未来ある子供達に奉仕の大切さを伝えよう

https://takasaki-rc.org/

